
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産 - 純資産合計 33,063,242,780

資産合計 46,278,049,800 負債及び純資産合計 46,278,049,800

174,351,000
6,453,703

2,739
△ 3,717,918

9,751,000
1,912,340,000
1,737,989,000

△ 5,417,152
3,041,576,422
1,043,390,883

73,356,015

2,621,160,000
-

2,621,160,000
-

29,395,625
-
-

136,634,606
14,703,500

2,805,903,320
38,822,366
9,426,741

10,397,192
10,392,192

5,000

477,186,400
2,136,323,665

△ 1,690,144,651

△ 42,951,925,778
-
-

1,709,702,790
△ 905,301,806
65,636,991,941

21,135,600 45,158,564,378
26,555,610,807 △ 12,095,321,598
2,588,957,260 -

- 2,944,708
- 負債合計 13,214,807,020
-

- -
- 110,514,208
- 55,534,139

△ 560,157,830 -
- 11,040,545
- 4,136

19,956,858,380 303,293,802
△ 12,167,477,863 1,128,944,257

1,024,168,771 948,906,521

4,866,649,187 955,511,000
277,206,800 -

43,236,473,378 12,085,862,763
40,420,172,866 10,827,057,961

【様式第１号】

期首全体貸借対照表
(令和02年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

13,418,383,045 -



（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産 - 純資産合計 32,694,008,552

資産合計 45,839,635,522 負債及び純資産合計 45,839,635,522

153,474,000
5,787,113

6,601
△ 3,690,523

8,190,000
1,832,465,000
1,678,991,000

△ 4,637,000
3,187,733,581
1,275,263,885

69,711,505

2,704,137,573
-

2,704,137,573
-

29,395,625
-
-

122,299,971
6,814,500

2,867,784,558
39,169,514
9,773,889

2,990,888
2,985,888

5,000

727,466,000
2,190,745,688

△ 1,752,408,198

△ 44,153,114,277
-
-

1,709,202,790
△ 947,692,231
66,232,559,932

13,751,276 44,492,556,941
26,157,379,474 △ 11,798,548,389
2,588,957,260 -

- 9,202,608
- 負債合計 13,145,626,970
-

- -
- 106,913,681
- 21,856,491

△ 654,976,002 -
- 58,992,608
- -

19,549,641,106 296,142,620
△ 11,967,794,832 1,231,502,998

1,079,706,421 1,034,537,610

4,887,874,762 1,061,267,000
277,206,800 -

42,651,901,941 11,914,123,972
39,781,126,495 10,556,714,352

【様式第１号】

全体貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

13,185,409,531 -



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

-

3,413,857

17,710,887,972

58,679,429

11,949,019

43,921,411

-

2,808,999

3,413,857

-

17,655,622,400

198,022,647

110,937,603

7,330,051

79,754,993

12,136,442,659

10,527,410,674

1,606,412,987

2,618,998

1,077,807,074

617,671,614

460,135,460

56,965,535

18,733,429,474

6,596,986,815

1,932,768,699

1,339,204,779

106,913,681

105,756,000

380,894,239

4,466,195,469

2,355,715,173

243,334,321

1,810,180,440

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自  令和02年4月1日
至  令和03年3月31日

科目 金額



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 45,158,564,378 △ 12,095,321,598 -

純行政コスト（△） △ 17,710,887,972

財源 17,341,247,412 -

税収等 7,812,215,072

国県等補助金 9,529,032,340

本年度差額 △ 369,640,560 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 666,354,585 666,354,585

有形固定資産等の増加 1,759,333,877 △ 1,759,333,877

有形固定資産等の減少 △ 2,405,786,552 2,405,786,552

貸付金・基金等の増加 552,484,418 △ 552,484,418

貸付金・基金等の減少 △ 572,386,328 572,386,328

資産評価差額 347,148

無償所管換等 -

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 59,184

本年度純資産変動額 △ 666,007,437 296,773,209 -

本年度末純資産残高 44,492,556,941 △ 11,798,548,389 -

-

-

-

59,184

△ 369,234,228

32,694,008,552

347,148

33,063,242,780

△ 17,710,887,972

17,341,247,412

7,812,215,072

9,529,032,340

△ 369,640,560

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 合計



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出
業務費用支出

人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

52,751,767
△ 52,751,767

-
1,275,263,885

△ 185,422,728
本年度資金収支額 284,624,769
前年度末資金残高 990,639,116
本年度末資金残高 1,275,263,885

-

432,957,000
56,150,000

-
20,540,750

△ 1,022,523,968

949,616,728
948,906,520

710,208
764,194,000
764,194,000

117,164,049

1,466,581
1,202,745,323
1,492,571,465

1,649,335,767
1,166,576,194

436,059,573
-

46,700,000
-

626,811,799

11,949,019

78,753,574
12,136,442,659
10,527,410,674
1,606,412,987

2,618,998
17,158,725,809
7,798,801,865
8,226,174,340

677,244,643
456,504,961
13,415,600

110,937,603

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 金額

16,855,484,067
4,719,041,408
1,830,613,226
2,698,737,005


